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技術報文

道路におけるジオシンセティックスの活用例

鳥取県米子土木事務所永田茂雄

1 .はじめに

昨今の私たちを取り巻く生活環境は、低迷する経済成長の中で様々な難しい問題を抱えている。

土木事業についても、当然すべきことであるが天然資源の保護、環境対策等を考慮した上でさら

に工事費削減対策を検討していくことが強く求められている。このような状況の中、当土木事務

所においては軟弱路床 (CBR< 3 %)上にアスフアルト舗装道路を建設する際、環境に配慮し

たコスト縮減に寄与する工法として「ジオテキスタイルを用いた路床補強工法j に注目した。

軟弱路床上に道路を建設する場合、通常では良質土での置換工法やセメン卜、石灰等での改良

工法による路床構築を行うが、軟弱路床と路盤の分離シートとしてジオテキスタイルを使用する

ことにより、路床置換工法あるいは改良工法と同効果のアスフアルト舗装道路の建設が可能であ

るとされており、さらに以下に示す効果が期待出来きる。

① 工事費の削減(路床構築材料費及び施工費、残土処分費の削減による)

② 建設発生土抑制(路床置換が不要のため掘削土量の減少による)

③ 工事に伴う騒音、振動等の低減(掘削機械等の使用時間減少による)

そこで、本書では「ジオテキスタイルを用いた路床補強」について工法の概説及び当土木事務

所での施工事例を紹介する。

2. ジオテキスタイルについて

2. 1 ジオテキスタイルの定義 1)

ジオシンセティックスは、土木構造物などへの使用を目的としたジオテキスタイル、ジオグリ

ッド、ジオネット、ジオメンブレン等の高分子材料の繊維製品やプラスチック製品の総称であり、

国際的に広く容認される比較的新しい呼称である。ジオテキスタイルは JISL 0221によると狭義

の意味では織布、不織布、編物の総称となっているが、広義の意味ではジオグリッド、ジオネッ

ト及び関連製品を含めた総称として用いられている。また、 ASTM(AmericanSociety for Testing 

and Materials)では「土木構造物の構成要素として、土や岩石その他土木関連材料と一緒に使用す

る透水性材料Jと定義されており、本試験施工においてはジオテキスタイル(狭義)の織布(ジ

オウオーブン)及び不織布(ジオノンウオーブン)を使用した。

2.2 ジオテキスタイル(広義)の機能1)

ジオテキスタイル(広義)には排水、ろ過、分離、補強、保護の5つの機能があると言われてお

り、これらが単独あるいは各機能を組合せた状態で様々な用途に用いられている。本工法の場合

に要求される機能は主として分離、補強であることから織布(ジオウオーブン)及び不織布(ジ

オノンウオーブン)が適していると考えられる。
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の3パターンを設定した。ジオテキステタイルの不織布については今まで研究が進められている

が、この度は問機能を有している織布についても使用することとした。

①路床置換を行い CBR-TA法により決定した断面(以下、従来工法とする)

②軟弱路床上にジオテキスタイル(不織布)を敷設し下層路盤厚を変更した断面(以下、試験

工法とする)

③軟弱路床上にジオテキスタイル(織布)を敷設し下層路盤厚を変更した断面(以下、試験工

法とする)

本工事では各舗装パターン延長を100mに設定した。

4.4 舗装構成の決定

設計交通量はL交通、現状土の CBR試験を行った結果は CBR=0.5%であった。これらより

従来工法および試験工法区間の舗装構成を決定した。

4.4.1 従来工法区間の舗装構成

CBRが 3%未満であるので、アスフアルト舗装要綱及び経済性により検討し、設計 CBR= 8 

%となるように良質な材料で置き換える。 CBR・T....法により決定した舗装構成及び標準断面を図

-2に示す。

4.4.2 試験工法区間の舗装構成

建設省土木研究所によるジオテキスタイルを用いた補強土の設計・施工マニュアルヱ)を用い補

強後 CBR= 3%として累積変形量に基づく設計法により本試験工法の必要下層路盤厚を設定し

舗装構成を決定した。しかし、このマニュアルには CBR= 1 %及び 2%の場合の必要下層路盤

厚については記載されていたが、 CBR< 1 %についてはなかったため土木学会の報告書に日本

鋪道の尾本氏、I1 .)1 らが発表している累積変形量のデータを合わせて設計に用いた。決定した舗装

構成及び、標準断面を図-3に示す。

4. 5 使用したジオテキスタイルの物性

本工事で使用したジオテキスタイルは、長

繊維ポリエステル系不織布およびポリエステ

ル系織布の 2種類で、それぞれの物性を表-

2示す。

4. 6 施工方法及び施工結果

4.6.1 施工方法と留意点

本工事(試験工法区間)の施工は、以下の

手順2)に従って行った。

① 掘 削

表-2 本工事に用いたジオテキスタイル
の基本物性

長繊維不織布 織 布

目付 (g/凶) 300 210 

引張強さ(t f/m) 1.5 7.3 

透水係数 (cc/sec) 1. ox 10.1 1. 5 X 1O.;J 

伸び率(%) 70 13 

掘削面はジオテキスタイルに対して有害な不陸がないよう水平かつ平滑に仕上げる。また、

掘削時において、土質が当初計画より悪い場合は掘削を中止し速やかに監督員と協議しなけれ

ばならない。

② 掘削後、路床上にジオテキスタイルを敷設

ジオテキスタイルができるだけ、しわ・たるみが無いように敷設する。(しわ・たるみがあ

るとジオテキスタイルが破損したり、敷設効果が低下する恐れがあるため)
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成したのち、反対車線の施工のため10t積みダンプ等の重車両の通行が行われたが特に問題はな

かった。また、上層路盤完成後、交通開放としたが、道路としての問題点はなく充分な供用性を

有するものであった。

4.6.5 表層の施工結果

①平坦性試験:全区間の道路縦方向の平坦性を、路面性状測定器にて測定した結果、左右とも

標準規格標準偏差2.4以下を満足していた。また、従来工法と試験工法区間での段差は認められ

なかった。

5. おわりに

本工事は、現行の設計法である CBR・TA法により設計した断面と、ジオテキスタイルを用いた

異断面とによる舗装の供用性を確認することを目的とし試験施工を行った。超軟弱路床上の施工

であったが完成直後については従来工法と同様良好な施工試験結果が得られ舗装道路として問題

は認められなかった。

軟弱地盤上にジオテキスタイルを用いた路床補強工法を施工した場合、掘削土量の減少による

残土処分費の節減、また、良質士での路床の置換が不要であることにより材料費及び施工費が削

減でき、本工事において路床置換工法と本試験工法との 1m当たりの工事費(表層までの施工単

価)を比較すると約25%の縮減率となり、本工法はコスト縮減に大きく寄与したことが分かる。

また、残土発生抑制としてのリサイクル対策としても有効である。

ジオテキスタイルの敷設は未経験の作業員でも問題なく、資材購入及び搬入が容易であり工事

の施工性も良いことから、軟弱路床箇所での道路改良工事に対して汎用性が高いと思われる。し

かし、課題がないわけではなく、先にも述べたが、現在実証試験段階の工法であるため信頼性が

低いこと。また、従来工法より下層路盤が厚くなるため、軟弱地盤上の施工であることもふまえ

た路盤材の最適巻きだし厚の検討などが必要であると考えられる。
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